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〒894－0025 鹿児島県奄美市名瀬幸町20－3 ＴＥＬ0997－53－3366 ＦＡＸ0997－53－3371
（奄美市役所 第２別館２階）

発行　（公財）奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター

【参加対象】 会員及び家族
お楽しみ抽選券は会員のみ 1 枚

【参加料金】 大人・中学生以上 2,000円

小学生 1,000 円

幼児 (3〜6 才 ) 500 円
一般料金 4,000 円

【時　　間】 開場 18：30　開宴 19：00
※開場時間より前にご案内することはできません。

【申込期間】 第１弾  平成30 年7 月2 日（月）〜7 月13 日（金）まで　午前10：00より受付開始
第２弾  平成30 年7 月2 日（月）〜7 月20 日（金）まで　午前10：00より受付開始

※当日のキャンセルは料金をいただきます。その際、抽選券はございません。

開催日
場　所
募集人員

○喜界島
平成30年7月19日(木)
喜界第一ホテル
7０名

募集人員

開催日
場　所

○奄美大島（名瀬）
平成30年7月20日(金)
奄美観光ホテル
100名

募集人員

開催日
場　所

○徳之島
平成30年7月25日(水)
ホテルグランドオーシャンリゾート
80名

開催日
場　所
募集人員

○沖永良部島
平成30年7月26日(木)
ホテルシーワルド
70名

開催日
場　所
募集人員

○与論島
平成30年7月27日(金)
プリシアリゾートヨロン
50名

白咲姫香

毎年恒例!!
 夏のスペシャル企画!! 

第1弾

第2弾



ビアガーデン＆ＢＢＱ共通クーポン券ビアガーデン＆ＢＢＱ共通クーポン券

住用うちうみ
バンガロー
☎0997-69-5081

大和フォレスト
ポリスバンガロー
☎0997-58-3166

与名間海浜公園
バンガロー
☎0997-85-5149

（天城町商工水産観光課）

お申込みは、ゆいセンター事務局まで（☎0997-53-3366）

※500円分のクーポン券を配付します
 （別紙　夏のクーポン券）。
　料金は各ビアガーデンにてのお支払い
　となります。

【対　　象】

1会員1枚まで
※お会計の際、クーポン券をお渡し下さい。
※宇検食堂は他の割引と併用できません。

【対　　象】

【申込開始】

【使用期限】

会員のみ（1 会員 1 枚）※限定枚数

【料　　金】 1棟3,000円引き（他の割引との併用はできません）

平成 30 年 7 月 2 日（月）午前9：00より　限定各10組（先着順）

8 月 31 日（金）まで

【申込方法】 ①ゆいセンターへ「クーポン券」の申込み

②会員様各自でバンガローの方へ宿泊の予約を取って下さい。

③申込みから 1 週間以内にクーポン券を受け取りに来て下さい。
　1 週間以内に連絡がない場合はキャンセルとみなします。※離島の方は送付します。

奄美サンプラザ

ホテル
ホテル
ビッグマリン奄美

ホテル
ウエストコート奄美 奄美ポートタワー

ホテル 奄美山羊島ホテル

奄美観光ホテル

ビアホール
（宇検食堂含む）

※クーポン券をお渡しします。料金は各バンガローにてのお支払いとなります。



助成額（会員のみ）
2,000円以内

各種スポーツイベント参加料助成
2,000円以内の助成を行って、
頑張る会員の皆様を
応援いたします。（年間複数回可能）

注意 ： 奄美ゆいセンターが、指定したスポーツイベントに限ります。

○徳之島トライアスロン（7/2）
○奄美シーカヤックマラソン
　　　in加計呂麻（7/2） など

しんくみ友の会
チャリティーゴルフコンペ
しんくみ友の会

チャリティーゴルフコンペ
あましんハッピー会
争奪ゴルフ大会 理事長杯
あましんハッピー会
争奪ゴルフ大会 理事長杯

場 　 　 所 奄美カントリークラブ

日 　 　 時 平成 30 年 7 月 8 日（日）

奄美信用組合主　　　催

助    成    額 1,000円
場 　 　 所 奄美カントリークラブ

日 　 　 時 平成 30 年 9 月 2 日（土）

奄美大島信用金庫主　　　催

助    成    額 1,000円

参加料助成

奄美カントリークラブ特別企画
平日セルフプラン（月〜金）
斡旋価格 5,500円（通常7,230円）

土日祝セルフプラン
斡旋価格 7,500円（通常11,010円）

【対　　象】

【販売開始】

【使用期限】

1 会員 1 枚まで（※限定50名・先着順）

平成30年7月2日(月)午前9：00より

平成30年9月30日(日)まで

※注意事項：通常料金は 6 月 25 日現在の価格。
　　　　　　上記プレイ券は３〜４名様での利用の場合に限る（2名様での利用は差額分を別途精算）

※平日及び土日祝日プラン合わせての合計枚数

奄美薬膳 つむぎ庵
新規割引指定店のご案内

奄美市

住 所 奄美市住用町役勝87
電 話 0997-69-2390

焼肉 五苑

は、割引契約を終了いたし
ましたのでお知らせします。

奄美市名瀬入舟町18-1

割引指定店終了のお知らせ

奄美市飲食代金より

（飲食代のみ）
10％引き



☆入会について
入会後、１年以上の雇用が見込まれる方の入会をお願いします。
会員カード（入会申込書）を提出される際、本人及び家族の方もふりがなを記入してください。

☆退会について
退会は月単位となっております。退会届を受理した日の月末が退会日となります。
特に、月末に退会がある場合で届け出が遅れますと、翌月分の会費も徴収の対象となりますのでご注意ください。
（あらかじめ退職日が分かっている時は、早めの届け出をおすすめします。）

☆共済給付金の申請は、給付発生日より1年間です。
入学祝金など、申請はお済ですか？まだ申請されていない会員の皆様はお早めに！

☆余暇活動（旅行費・イベント参加料）助成の申請について
旅行費助成…領収書は、旅費を負担したことの証明となります。宛名は必ず会員本人名義で記入してもらって下さい。
余暇活動助成の申請は、年度内（3月末まで）の受付となっております。
ただし、1月～3月に旅行・スポーツイベントに参加された場合は翌年度4月末まで受付けています。

事務局からのお知らせと、お願い事務局からのお知らせと、お願い

MR-PET
がん検診プレミアム
◇男性コース

会員料金

¥130,000

¥130,000

¥155,000

￥151,200

￥151,200

￥167,400

一般料金

MR-PET
がん検診プレミアム
☆女性コース
MR-PET

がん検診プレミアム
☆☆レディースコース☆☆

総合Ａコース
会員料金
¥148,000
¥128,000
¥95,000

¥168,000
¥148,000
¥100,000

一般料金

基本Ｂコース
単独Ｃコース

鹿児島県鹿児島市新屋敷町26-13
099-239-5255

ＭＲ－ＰＥＴ検診割引

PET/CTがん検診割引

社会医療法人博愛会
さがらパース通りクリニック
人間ドックウェルライフ

公益社団法人鹿児島共済会　南風病院

電　話
住　所

鹿児島県鹿児島市長田町14-3
099-226-9111電　話

住　所

※奄美ゆいセンターのＰＥＴドック助成と併用可

健康管理事業健康管理事業


